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※各製品に明記の対象車両、注意事項等を必ずご確認下さい。

このチラシの価格、品番等は、2021年3月1日現在のものです。
このチラシの価格は全て税込価格です。

■PARTS CATALOG Vol.31 2021-2022 ￥3,080（税込） コレクト通販にて“お買い上げ価格が￥10,000以上”の場合、
送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。（北海道・沖縄県除く）

■対象車種アイコン一覧

ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効果が向上し、全回転域で出力アップが可能にな
ります。ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、吸気騒音を抑えることが出来、
雨天時等の耐候性にも対応します。粗目と細目の2種類のフィルターが付属
※ノーマルエンジンに使用する場合、FIコン2は必要ありません。

ノーマルエアクリーナーダクトと交換するだけで吸入効果が向上し、全回転域で出力アップが可
能になります。ノーマルエアクリーナーダクト径と比較して約30％増大しています。
※取付けの際、エアクリーナーケースの取付け部内径を拡大する加工が必要です。
※ノーマルエンジンに使用する場合、FIコン2は必要ありません。

3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。
弊社製ボアアップキットと同時装着することでエンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使
用することが出来ます。■ギアレシオは下記ギアレシオをご覧下さい。
■ノーマルエンジンにもご使用可能。L./R.クランクケースカバーガスケット付属。
※ノーマルスプロケットの丁数を使用する場合、弊社製スピードセンサーキットは必要ありません

GROMノーマル
4速クロスミッションギア
5速クロスミッション

ギアレシオ
1st：2.500  2nd：1.550  3rd：1.150  4th：0.923
1st：2.500  2nd：1.631  3rd：1.227  4th：1.083
1st：2.333  2nd：1.684  3rd：1.272  4th：1.040  5th：0.923

(専用クロスミッション)

エンジン回転数のパワーバンドをキープしながらスムーズに加速することが出来ます。
■ノーマルエンジンにもご使用可能。L./R.クランクケースカバーガスケット付属。
※下記弊社製スピードセンサーキットを同時に取付けしなければノーマルスピードメーターが
　作動しません。ご注意下さい。■ギアレシオは下記ギアレシオをご覧下さい。

高出力エンジンに伴うクラッチの滑りを解消し、出力を十分に伝えることが出来ます。
※R.クランクケースカバーガスケットが必要になります。

スプロケットの変更や弊社製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示出来ます。又、タイヤの銘柄やタイヤサイズを変更した場合でも、表示速度をノーマル比約84％～約114％の範囲で16段階に補正することも可能です。

■専用の取付けハーネスが付属している為、ノーマルハーネスを切断すること無く、カプラーオンで取付け可能です。
キットはノーマルリアキャリパーブラケットに専用ステーを装着し、速度センサーを取付けるタイプ（05-06-0017）と弊社製リアキャリパーブラケッ
ト（brembo社製対向2Pキャリパー用）（05-06-0018）に装着するタイプの2種類。05-06-0017に付属の速度センサー用ステーはアルミ材を削り出し
表面にアルマイトを施しています。　※製品に関する注意事項があります。ご購入前に必ずWEBカタログをご確認下さい。

対象：GROM（JC61-1000001～1299999）
　　：MSX125（MLHJC618_D5000001～）

16T/17Tドライブスプロケットを装着する際、弊社製チェーンガイドプレート（左記）の同時装着が必要になります。
又、ノーマルドライブスプロケット15T以外のスプロケットに交換した場合スピードメーターの表示に誤差が生じます。
修正するには、別途弊社製ノーマルメーター用スピードセンサーキット（上記）が必要になります。

弊社製16T/17Tドライブスプロケットを装着する
場合、純正ガードプレートでは干渉し、取付け出来
ない為、本製品が必要。
スチール製三価クロメート処理（ブラック）

■オイルクーラー取付け場所：シリンダーヘッド
■対象オイル取出し口

装着されているシリンダーヘッドにより、キット構成が異なります。ご確認の上、ご購入下さい。
※弊社製eステージ143ccには、オイル取出し口ボスが無い仕様のシリンダー設定があります。
　オイル取出し口ボスが無いシリンダーを採用しているeステージ143ccには取付け出来ません

：eステージ143cc（オイル取出し口ボス付きボアアップシリンダー仕様）
：Sステージ181cc（ボアアップシリンダー）
：スーパーヘッド4V＋R181cc（ボアアップシリンダー）

大量のオイルが循環することで、冷却性能の向上や潤滑部の部品負担を軽減します。
ポンプ自体の強度を高める為、プレートの厚みを増し、結合するボルト数を増やしています。
※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要。

■オイルクーラー取付け場所：シュラウドステー（弊社製エアフィルターキット付属ステー）
■対象オイル取出し口の場所でキット品番が異なります。
　eステージ143cc（オイル取出し口ボス付きシリンダー仕様）/Sステージ181cc/
　スーパーヘッド4V＋Rボアアップキット181cc装着車用と
　弊社製スペシャルクラッチカバー用の2種類からお選び頂けます。
※弊社製eステージ143ccには、オイル取出し口ボスが無い仕様のシリンダー設定があります。
　オイル取出し口ボスが無いシリンダーを採用しているeステージ143ccには取付け出来ません

本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、クランクシャフトジャーナル部の支持を3点支持から4点支持にするこ
とが出来ます。これにより、ボアアップエンジンの高回転域に起こるクランクシャフトの振れを制限します。
制限することで振れが抑えられ、クランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。

※ご購入前にノーマルクランクシャフトの確認作業が必要。
※弊社製ジェネレータープラグとの同時装着は出来ません。 
　（05-02-0044・05-02-0045・05-02-0046）
■弊社製ジェネレータープラグは同時装着が可能です。
　（05-02-0051・05-02-0052・05-02-0053）

本製品は強度の高い超々ジュラルミン材を削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高め、更にプッシュロッドへの接地
面積を増やしています。これにより、プッシュロッド先端のゴムの陥没や破損を軽減し、プッシュロッドの寿命が大幅に向上します。

※必ず、適度なダンパー効果のある純正品及び、弊社製プッシュロッドヘッドをご使用下さい。
※他社製強化プッシュロッドヘッドは、エンジントラブルの原因となる為、使用不可
※ノーマルジェネレーターカバーを外す為、別途L.クランクケースカバーガスケットが必要。

アーム中央には、テンショナーアームの振れを制御する専用カラーを採用している為、プッシュ
ロッドの力を正確にカムチェーンへ伝えることが出来ます。アーム本体にはオイル穴を設けてお
り、稼動部へオイルの潤滑を行います。アーム表面には硬質アルマイトを施しています。

放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能。

対象：GROM（JC61-1000001～1299999） ：MSX125（MLHJC618_D5000001～）
※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。スパークプラグは必ず状態の良い物を使用して下さい。

※弊社製エンジンパーツ装着車用。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れ
　があります。※社外品H.I.D.ヘッドライト、点火装置、ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい。
※FIコン TYPE-e、FIコン TYPE-Xをご使用の際、使用条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。
　使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接
　続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。
■弊社製ハイパーイグニッションコイルとの同時装着は可能です。

ボアアップ等、エンジンパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を
補正する必要があります。弊社製FIコン2・FIコン TYPE-e・FIコン TYPE-Xには弊社製エンジンパーツに合わせ弊社で
セッティングしたデータを複数内蔵しています。弊社エンジン、マフラー仕様を選択するだけで、セッティングが完了。

純正ECUにカプラーオンで取付け可能。パソコン又はスマートフォンを用いて内蔵セッ
ティングデータの選択、変更、修正を行います。FIコン TYPE-Xの内蔵データは主に弊社
製スーパーヘッド4V＋Rボアアップ各種仕様となります。
機能：アイドリングエリア調整、燃料噴射時間調整機能・点火時期調整・気化時間設定
　　  無効噴射時間補正・エンジン温度補正・吸気温度補正設定・ドエルタイム設定
  　　リアルタイムモニター機能、デジタル加速ポンプ機能・リアルサーチ機能
　　  レブリミット機能・ピットレーンリミッター機能
　　  リアルタイムMAPチェンジ機能・タコメーター出力サービス線

詳細はQRコードから
WEB SITEをご覧下さい

純正ECUにカプラーオンで取付け可能。パソコン又はスマートフォンを用いて内蔵セッ
ティングデータの選択、変更、修正を行います。FIコン TYPE-eの内蔵データは主に弊社
製ボアアップキット（ハイコンプピストン/eステージ/Sステージ）各種仕様となります。
機能：燃料噴射時間調整機能・リアルタイムモニター機能・リアルサーチ機能
　　  レブリミット機能・デジタル加速ポンプ機能・ピットレーンリミッター機能
　　  タコメーター出力サービス線

詳細はQRコードから
WEB SITEをご覧下さい

スーパーヘッド4V＋R用のオプショナルカムシャフト。
標準カムシャフト10/10Dに比べ、中高回転域の出力性能が向上します。
オートデコンプレッションカムシャフトになります。
※FIコン TYPE-X装着車専用になります。
　FIコン2装着車は取付け出来ません。FIコン2には15/15DのセッティングMAPがありません。

ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。スポーツカムシャフトはN-15とN-20の2種類。
■ノーマルエンジン、ノーマルマフラーの場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

N-20はノーマルカムシャフトからデコンプレッションパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組
付けることでオートデコンプレッション仕様になります。N-15はデコンプレス仕様となります。

弊社製マフラーと同時装着した場合
インジェクションコントローラーの
同時装着が必要になります。

※125ccを越える為、下記注意事項をご確認下さい。
※FIコンTYPE-Xの注意事項（右ページ）をご確認下さい。
※製品につきましては、WEB SITEをご覧下さい。

■付属カムシャフトは10/10Dカムシャフト

コンボキットはスーパーヘッド4V＋Rボアアップキット181ccにFIコン TYPE-X（インジェクションコントローラー）、ビッグスロットル
ボディーキット、大容量インジェクター、スパークプラグが付属しています。ビッグスロットルボディーキットにはノーマルエアクリー
ナーボックス接続用の大径化コネクティングチューブが付属（一部加工が必要）

※125ccを越える為、下記注意事項をご確認下さい。
※FIコン2、FIコンTYPE-Xの詳細、注意事項（右ページ）をご確認下さい。
※ノーマルスロットルボディー仕様の製品につきましては、WEB SITEをご覧下さい。

■付属カムシャフトは10/10Dカムシャフト

コンボキットはスーパーヘッド4V＋Rボアアップキット181ccにインジェクションコント
ローラー、ビッグスロットルボディーキット、大容量インジェクター、スパークプラグが
付属しています。ビッグスロットルボディーキットにはノーマルエアクリーナーボックス
接続用の大径化コネクティングチューブが付属（一部加工が必要）

インテーク/エキゾーストバルブを各2本ずつにすることでバルブカーテン面積を拡大し、
高い吸排気効率を実現しました。燃焼室はNC加工により、高精度に仕上げました。

バルブ径　IN：25mm×2 / EX：21.5mm×2　バルブステムシャフト径：IN、EX共に4.5mm　
不等ピッチバルブスプリングを採用。高回転時のサージングを抑制します。

セルモーターに負担をかけず、スムーズなエンジン始動が可能。

カムシャフトとの摩擦抵抗を低減し、スムーズな動作を実現!!

高性能と耐久性を追求し、圧縮比12.5：1を採用したハイコンプピストン。
ピストントップはNC加工により、高精度に仕上げています。

オールアルミ製セラミックメッキシリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れており、
オイルクーラーへのオイル取出し口を装備しています。表面はブラック塗装仕上げ。

スーパーヘッド4V＋Rヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。
高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ボア径：Φ34
ノーマルエアクリーナーボックスへ接続出来るコネクティングチューブ付属。

更なる高回転域での出力向上を求め、最適なインテークポート形状が図られ、5軸マシニングセンタにより、ポート加工を施しました。
3次元プログラムにより、精巧に加工されたインテークポートは美しくスムージングされ、高い吸入効率を実現します。

5軸加工されたインテークポートへスムーズに吸入を行える様、マニホールドにも5軸加工が施されています。3次元プログラムによ
り、精巧に加工されたマニホールドは美しくスムージングされ、吸入効果を高めます。

ハイパーSステージはSステージボアアップキット181ccにインジェクションコントローラー、ビッグスロットルボディーキット、
スパークプラグが付属しています。ビッグスロットルボディーキットにはノーマルエアクリーナーボックス接続用の大径化コネク
ティングチューブが付属（一部加工が必要） 耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用

シリンダー本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備。
又、オイルプラグボルト部に弊社製M5温度センサーの取付けが
可能。シリンダー温度を計測出来ます。シリンダーの表面はブラック塗装

※125ccを越える為、下記注意事項をご確認下さい。
※FIコン2、FIコンTYPE-eの詳細、注意事項（右ページ）をご確認下さい。
※ノーマルスロットルボディー仕様、スポーツカムシャフトN-15仕様、レギュラーガソ
　リンの使用を可能とするecoタイプの製品につきましては、WEB SITEをご覧下さい。

■スポーツカムシャフトはN-20（オートデコンプレッション仕様）付属。

※FIコン2、FIコンTYPE-eの詳細、注意事項（右ページ）をご確認下さい。
※ノーマルスロットルボディー仕様の製品につきましては、WEB SITEをご覧下さい。

■スポーツカムシャフトはN-15（デコンプレス仕様）付属。

ハイパーチューニングセットは、ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト
（N-15）、ビッグスロットルボディーキット、インジェクションコントローラー、スパーク
プラグが付属しています。ビッグスロットルボディーキットには、ノーマルエアクリー
ナーボックス接続用の大径化コネクティングチューブが付属（一部加工が必要）

※参考データとしてご覧下さい。
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RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力 
※ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力 
※ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力 
※ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。

10-01-0028

※ビッグスロットルボディー取付け車専用。ノーマルスロットルボディーには取付け出来ません。
※エアフィルター取付けの際、シュラウドの一部加工が必要。（小範囲の簡単な切削加工）

ビッグスロットルキット装着車を対象としたエアフィルターキットです。
エアフィルターへ変更することで、表面積が増大出来、高い吸入効率を得ることが出来ます。
ノーマルエアクリーナーボックスを取外した際に必要となるシュラウドステーも付属。
又、シュラウドステーには専用のオイルクーラーキットが取付け出来ます。

※eステージシリンダーにはオイル取り出し口がありません。
※125ccを越える為、下記注意事項をご確認下さい。
※FIコン2、FIコンTYPE-eの詳細、注意事項（右ページ）をご確認下さい。
※ノーマルスロットルボディー仕様、スポーツカムシャフトN-20仕様の製品につきま
　しては、WEB SITEをご覧下さい。

■スポーツカムシャフトはN-15（デコンプレス仕様）付属。

ハイパーeステージはeステージボアアップキット143ccにインジェクションコントローラー、ビッグスロットルボディーキット、
スパークプラグが付属しています。ビッグスロットルボディーキットにはノーマルエアクリーナーボックス接続用の大径化コネク
ティングチューブが付属（一部加工が必要）アルミ製鉄スリーブシリンダー採用。表面はブラック塗装

本製品はノーマルエアクリーナーボックスを取外し、ノーマルスロットルボディーに直接装着出来るエアフィルターキットです。
装着することで、吸入効果が大幅に向上し、高回転域の出力アップが可能となります。

※弊社製各種エンジンパーツと同時装着する場合は、FIコンTYPE-e または TYPE-Xでセッティン
　グを行う必要があります。各種エンジンパーツとエアフィルターキットの組み合わせや別途購
　入部品に関しましてはWEB SITEにある本製品番号の取扱い説明書にてご確認下さい。

■エアフィルターはノーマルシュラウド内に収まる為、車両のシルエットを崩すことなく取付け可能
■キットにはシュラウドステー（スチール製ブラック塗装）が付属

弊社製高出力ボアアップキット装着車にお薦めの“強化クランクシャフト”です。X断面形状コネクティングロッドを採用することで、
高強度と共に軽量化を実現します。これにより、ノーマルクランクシャフトに比べ、大幅な強化仕様となり、高排気量Sステージボア
アップキット181cc装着車やスーパーヘッド4V+R装着車などのハイスペックエンジンに対応します。
■X断面形状コンロッド採用　鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ
剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ

※本製品の対象は車両がGROM・MSX125・MSX125SFで、対象
　エンジン仕様がSP武川製Sステージボアアップキット181cc、
　及びスーパーヘッド4V+Rボアアップキット181cc装着車にな
　ります。ノーマルシリンダー及びe-Stageボアアップキット143
　ccのシリンダーを使用する場合、コンロッドとシリンダースカ
　ートが干渉します。シリンダースカートを加工して回避して下
　さい。エンジン仕様をご確認の上、ご購入下さい。
※クランクシャフト組付け時、純正部品に劣化や破損が確認さ
　れた場合は、必ず新品部品へ交換して下さい。
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